
令 和 ２年 ８月 １８日 ( 火 ） 

    関 東 地 方 整 備 局 営 繕 部 

記 者 発 表 資 料 

「国総研（旭）水質水文棟（２０）機械設備改修その他工事」を 

『公募型指名競争入札(総合評価落札方式・実績評価型) 』で公募開始しました 

本工事は、国土技術政策総合研究所(旭)において空気調和設備の改修工事を行うものです。多くの

企業に入札参加していただくため、公募型指名競争入札で手続きを行います。 

○入札公告：入札情報サービスで容易に確認できます。

（http://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Koji/Kokoku/Search.aspx）の画面において、 

公告日のラジオボタンを「指定なし」⇒工事名（文字列検索）に「国総研(旭)水質水文棟」と入力⇒検索ボ

タンをクリック

○工事の概要

・工事場所：茨城県つくば市旭１番地

・構造規模：水質水文共同実験棟 RC 造地上２階、延べ面積約 3,300 ㎡

・工  期：工事の始期から 240 日間

(但し、令和 2 年 11 月 2 日までに工事を開始すること。) 

・対象業者：C+B ランク

○入札方式：公募型指名競争入札 （総合評価落札方式・実績評価型） ※別紙参照

○工事種別：暖冷房衛生設備工事

○企業に求める施工実績

空気調和設備の新設又は改設の実績 

（民間工事・官公庁工事いずれでも申請可能です） 

なお、配置予定技術者の工事経験は求めません。 

○余裕期間制度(任意着手方式)を採用します。※別紙参照

○発注スケジュール

申請書提出期限：令和２年 9 月 1 日

開  札 予  定：令和２年 10 月 9 日

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・埼玉県政記者クラブ

茨城県政記者クラブ・千葉県政記者会・栃木県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 営繕部 ０４８－６０１－３１５１（代表）

技術・評価課 課長補佐 中間
な か ま

和洋
かずひろ



別紙 

 

《工事内容》 

 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、給水設備、撤去工事、電気設備工事、建築工事 

 

《公募型指名競争入札 (総合評価落札方式・実績評価型) について》 

 ○提出資料 

   参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない) 

公共工事に新規参入しやすく、入札のために作成する資料も少なくなっています。 

 ○総合評価の評価項目 

   関東地方整備局発注工事等の工事成績や表彰の有無等は評価対象外です。 

   企業の同種工事の施工実績（民間工事を含む）及び災害活動実績を加算点とします。 

 ○配置予定技術者 

   配置技術者は契約後に発注者に通知すれば良いため、技術資料提出時に配置予定 

技術者に係る書類の提出は不要です。 

 

《余裕期間制度（任意着手方式）について》 

 ○余裕期間（任意着手） 

   受注者は、発注者が示した工事着手期限までの間で、工事の始期を任意に設定することが

できます。 

 工事の始期前の余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要であり、その期

間現場代理人の常駐義務もありません。 

   なお、本工事において、現場作業が発生しない機器製作期間中(別紙 参考 概略工程表

参照)は、主任(監理)技術者の専任は不要(他工事との兼任可)です。 

 

《新型コロナウイルス感染症への対応について》 

   感染拡大防止対策を実施するために必要と認められる費用について受注者から請求があ

った場合は協議に応じます。 

また、契約後に感染拡大による資機材調達へ影響が出た場合は協議に応じます。 

 



公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式・実績評価型）の試行について
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【メリット】
✓ 施工体制確保→発注工事の公募
✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出

→資料の簡素化、合理化 (個別発注時では不要）
✓ 手続期間の短縮

→指名通知から決定まで２週間程度
✓ 指名競争（総合評価落札方式・実績評価型）

→民間工事を含む施工実績及び災害活動実績を評価
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ベーター)工事

（標準点100点＋施工実績加算点（8点）＋
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参考

主任(監理)技術者の専任
を要しない期間

国総研（旭）水質水文棟（20）機械設備改修その他工事　概略工程表

工事場所 備考

　共通事項 準備・現地調査・機器承諾

竣工

(外部） 設備基礎新設 養生撤去・後片付け

1階　機械室(2) ACU-2　製作期間 ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ

ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 ACU-2廻り自動制御

試運転調整費

照明器具取外し 照明器具取付

共同実験棟 ソフト制作期間 中央監視盤改造

試運転調整費

8ケ月目1ケ月目 2ケ月目 3ケ月目 4ケ月目 5ケ月目 6ケ月目 7ケ月目


（PPT)素材



				国総研（旭）水質水文棟（20）機械設備改修その他工事　概略工程表 コク ソウ ケン アサヒ スイシツ ミズ ブン トウ キカイ セツビ カイシュウ タ コウジ ガイリャク コウテイヒョウ





				工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																8ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





				　共通事項 キョウツウ ジコウ		準備・現地調査・機器承諾

																																																																																																																																				竣工 シュンコウ



				(外部） ガイブ																																																		設備基礎新設																																																																												養生撤去・後片付け



				0

				1階　機械室(2)																		ACU-2　製作期間																																																																ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ セッチ ハイカン

				0

				0																																																																		ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ																																ACU-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

				0

				0																																																																																																												試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																						照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ

				0

				0

				共同実験棟																																																		ソフト制作期間 セイサク キカン																																																中央監視盤改造 チュウオウ カンシ バン カイゾウ

				0

				0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

				0

























（PPT)素材 (2)



				国総研（旭）水質水文共同実験棟（20）機械設備改修その他工事　概略工程表 コク ソウ ケン アサヒ スイシツ ミズ ブン キョウドウ ジッケントウ キカイ セツビ カイシュウ タ コウジ ガイリャク コウテイヒョウ





				工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																8ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





				　共通事項 キョウツウ ジコウ		準備・現地調査・機器承諾

																																																																																																																																				竣工 シュンコウ

						常駐を要しない期間 ジョウチュウ ヨウ キカン

				(外部） ガイブ																																																		設備基礎新設																																																																												養生撤去・後片付け



				0

				1階　機械室(2)																		ACU-2　製作期間																																																																ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ セッチ ハイカン

				0

				0																																																																		ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ																																ACU-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

				0

				0																																																																																																												試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																						照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ

				0

				0

				共同実験棟																																																		ソフト制作期間 セイサク キカン																																																中央監視盤改造 チュウオウ カンシ バン カイゾウ

				0

				0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

				0

























（修正）Sheet1 (3)

				国総研（旭）水質水文共同実験棟（20）機械設備改修その他工事　概略工程表 コク ソウ ケン アサヒ スイシツ ミズ ブン キョウドウ ジッケントウ キカイ セツビ カイシュウ タ コウジ ガイリャク コウテイヒョウ

				当初 トウショ



				工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																8ケ月目 ツキ メ																9ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





				　共通事項 キョウツウ ジコウ						準備・現地調査・機器承諾 ジュンビ ゲンチ チョウサ キキ ショウダク

																																																																																																																																				竣工検査 シュンコウ ケンサ



				(外部） ガイブ																																				設備基礎新設 セツビ キソ シンセツ																																																																																								養生撤去・後片付け ヨウジョウ テッキョ アトカタヅ



				0

				1階　機械室(2)																																		ACU-2　製作期間 セイサク キカン																																																ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ セッチ ハイカン

				0

				0																																																																		ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ																																ACU-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

				0

				0																																																																																																												試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																						照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ

				0

				0

				共同実験棟																																																		ソフト制作期間 セイサク キカン																																																中央監視盤改造 チュウオウ カンシ バン カイゾウ

				0

				0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

				0



				見直し ミナオ



				工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																8ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





				　共通事項 キョウツウ ジコウ		準備・現地調査・機器承諾

																																																																																																																																				竣工 シュンコウ

						常駐を要しない期間 ジョウチュウ ヨウ キカン

				(外部） ガイブ																																																		設備基礎新設																																																																												養生撤去・後片付け



				0

				1階　機械室(2)																		ACU-2　製作期間																																																																ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ セッチ ハイカン

				0

				0																																																																		ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ																																ACU-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

				0

				0																																																																																																												試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																						照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ

				0

				0

				共同実験棟																																																		ソフト制作期間 セイサク キカン																																																中央監視盤改造 チュウオウ カンシ バン カイゾウ

				0

				0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

				0























ＡＣＵ制作期間
新晃：３～４か月（できれば４か月）
クボタ：４か月



（修正）Sheet1 (2)

				国総研（旭）水質水文共同実験棟（20）機械設備改修その他工事　概略工程表 コク ソウ ケン アサヒ スイシツ ミズ ブン キョウドウ ジッケントウ キカイ セツビ カイシュウ タ コウジ ガイリャク コウテイヒョウ





				工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																8ケ月目 ツキ メ																9ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





				　共通事項 キョウツウ ジコウ						準備・現地調査・機器承諾 ジュンビ ゲンチ チョウサ キキ ショウダク

																																																																																																																																				竣工検査 シュンコウ ケンサ



				(外部） ガイブ																																				設備基礎新設 セツビ キソ シンセツ																																																																																								養生撤去・後片付け ヨウジョウ テッキョ アトカタヅ



				0

				1階　機械室(2)																																		ACU-2　製作期間 セイサク キカン																																																ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ セッチ ハイカン

				0

				0																																																																		ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ																																ACU-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

				0

				0																																																																																																												試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																						照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ

				0

				0

				共同実験棟																																																		ソフト制作期間 セイサク キカン																																																中央監視盤改造 チュウオウ カンシ バン カイゾウ

				0

				0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

				0





























Sheet1

				国総研（旭）水質水文共同実験棟（19）建築改修その他工事　概略工程表 コク ソウ ケン アサヒ スイシツ ミズ ブン キョウドウ ジッケントウ ケンチク カイシュウ タ コウジ ガイリャク コウテイヒョウ





										工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





										　共通事項 キョウツウ ジコウ						準備・仮設 ジュンビ カセツ

																								養生 ヨウジョウ																																																																																		竣工検査 シュンコウ ケンサ







										　1階　有機分析室 カイ ユウキ ブンセキシツ																				撤去（天井・壁・床・実験台） テッキョ テンジョウ カベ ユカ ジッケンダイ

																																														天井新設 テンジョウ シンセツ

																																																												床　新設 ユカ シンセツ

																																																																						養生撤去・後片付け ヨウジョウ テッキョ アトカタヅ



																												設備　撤去 セツビ テッキョ

																																																				設備　新設 セツビ シンセツ







										　2階　準備室 カイ ジュンビシツ																														撤去（天井・壁・床・実験台） テッキョ テンジョウ カベ ユカ ジッケンダイ

										　　　有害物質分析室 ユウガイ ブッシツ ブンセキシツ																																																				間仕切り・天井新設 マジキ テンジョウ シンセツ

										　　　分子構造解析室 ブンシ コウゾウ カイセキ シツ																																																																												床　新設 ユカ シンセツ

										　　　精密分析室 セイミツ ブンセキシツ																														（建具製作期間） タテグ セイサク キカン																												建具　新設 タテグ シンセツ																																		養生撤去・後片付け ヨウジョウ テッキョ アトカタヅ

										　　　電子顕微鏡室 デンシ ケンビキョウ シツ

										　　　GC-MS分析室 ブンセキシツ

										　　　前室1・2 ゼン シツ

										　　

																																								設備　撤去 セツビ テッキョ

																																																																												設備　新設 セツビ シンセツ















































（修正）Sheet1

				国総研（旭）水質水文共同実験棟（19）機械設備改修その他工事　概略工程表 コク ソウ ケン アサヒ スイシツ ミズ ブン キョウドウ ジッケントウ キカイ セツビ カイシュウ タ コウジ ガイリャク コウテイヒョウ





										工事場所 コウジ バショ		1ケ月目 ツキ メ																2ケ月目 ツキ メ																3ケ月目 ツキ メ																4ケ月目 ツキ メ																5ケ月目 ツキ メ																6ケ月目 ツキ メ																7ケ月目 ツキ メ																8ケ月目 ツキ メ																9ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





										　共通事項 キョウツウ ジコウ						準備・現地調査・機器承諾 ジュンビ ゲンチ チョウサ キキ ショウダク

																								アスベスト調査 チョウサ



										(外部） ガイブ





										1階　機械室(2) カイ キカイシツ																																		ACU-2　製作期間 セイサク キカン













										2階　設備機械室1 カイ セツビ キカイシツ																																		ACU-1　製作期間 セイサク キカン























										2階　人工気象室 カイ ジンコウ キショウ シツ





										共同実験棟 キョウドウ ジッケントウ









										工事場所 コウジ バショ		10ケ月目 ツキ メ																11ケ月目 ツキ メ																12ケ月目 ツキ メ																13ケ月目 ツキ メ																14ケ月目 ツキ メ																15ケ月目 ツキ メ																16ケ月目 ツキ メ																17ケ月目 ツキ メ																18ケ月目 ツキ メ																		備考 ビコウ





										　共通事項

										0																																																																																																																																竣工検査 シュンコウ ケンサ

										0

										(外部）																																				設備基礎新設 セツビ キソ シンセツ																																																																																								養生撤去・後片付け ヨウジョウ テッキョ アトカタヅ

										0

										0

										1階　機械室(2)																																																																																		ACU-2　設置・配管・ﾀﾞｸﾄ セッチ ハイカン

										0

										0																																																																		ACU-2機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ																																ACU-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

										0

										0																																																																																																												試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																						※1・照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																						※1照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ

										0

										0

										2階　設備機械室1																																																																																		ACU-1　設置・配管・ダクト セッチ ハイカン

										0

										0																																																																		ACU-1機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ

										0																																																												照明器具取外し ショウメイ キグ トリハズ																																														※2・照明器具取付 ショウメイ キグ トリツケ



										0																																		FS-2　製作期間 セイサク キカン																																																FS-2　設置・ダクト セッチ

										0

										0																																																																		ACU-3機器・配管・ダクト廻り　撤去 キキ ハイカン マワ テッキョ

										0

										0																																																																																																		ACU-1・FS-2廻り自動制御 マワ ジドウ セイギョ

										0																								i

										0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

																																																																						建具撤去 タテグ テッキョ



																																																																建具製作期間 タテグ セイサク キカン

										0																																																																																				建具新設 タテグ シンセツ

										2階　人工気象室																																		ACP-2　製作期間 セイサク キカン																																ACP-2　設置・配管 セッチ ハイカン

										0

										0

										共同実験棟																																																		ソフト制作期間 セイサク キカン																																																中央監視盤改造 チュウオウ カンシ バン カイゾウ

										0

										0																																																																																																														試運転調整費 シウンテン チョウセイヒ

										0



														※1：				１階・重量分析室、要領分析室、実験機器洗浄室、試料前処理室、比色分析室、貴金属分析室、機械室2 カイ ジュウリョウ ブンセキシツ ヨウリョウ ブンセキシツ ジッケン キキ センジョウ シツ シリョウ マエ ショリ シツ ヒショク ブンセキシツ キキンゾク ブンセキシツ キカイシツ

														※2：				２階・設備機械室2、人口気象室、プラズマ分析室 カイ セツビ キカイ シツ ジンコウ キショウ シツ ブンセキシツ
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